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☎258-6621
℻258-6883子育て支援課

ホームページ

移動図書館のご利用を
交通事情により遅れることがあります。北区以外の日程は中央図書館へお問い
合わせください。　　 中央図書館(☎244-3811　℻244-3321)問

駐車場所 日程 曜日 駐車時間

中百舌鳥公園団地内 中央広場 1月6・20日、2月3日 木 10:00～11:30

北花田第一公園 1月14・28日 金 13:30～14:30

府営 浅香山住宅８棟北 1月14・28日 金 14:50～15:50

サンヴァリエ中百舌鳥 集会所前 1月16・30日 日 13:30～14:20

■休館日　１月１～３・17・24・31日
返却ポストは12月28日10時～1月4
日9時までご利用いただけません。ご
注意ください。
■おはなし会
子ども向けに昔話などの語り聞かせ
や絵本の読み聞かせを行います。
　　 1月8日（土）15～15時30分
　　 同館　　 無料
　　 1月4日10時から直接か電話で
同館へ
　　 10人
■絵本のよみきかせ
　　 1月20日(木)11～11時30分
　　 同館　　 無料
　　 赤ちゃんと保護者
　　 １月13日10時から直接か電話
で同館へ　
　　 ７組

■読み聞かせボランティア養成講座
読み聞かせの方法や絵本の選び方に
ついて、講習を行います。
　　 2月10・17・24日10～12時
　　 同館　　　 図書館でのボラン
ティア活動を希望し、3回とも参加で
きる方　　 無料　
　　 １月20日10時から直接か電話
で同館へ　　　 5人
■読書会
本を読んで、感想を語り合いませんか。
　　 いずれも北区役所3階研修室
▷新金岡子どもの本を読む会
本はドナ・ジョー・ナポリの「マルベ
リーボーイズ」
　　 1月12日(水)10時から　
　 100円
▷新金岡読書会
本は伊吹有喜の「カンパニー」
　　 2月6日(日)14時から　　 無料
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■大人ママ＊お話し会
赤ちゃんもお母さんも安全で楽な
だっこの方法を講師より学びます。
　　 1月25日（火）10～11時（1歳
児以上対象）、13時30分～14時30分

（首のすわっている0歳児対象）　
　　 北区役所　
　　 おおむね40歳以上の保護者とそ
の子ども　
　　 1月6日10時から同課電話窓口

（☎251-1512）へ　　　 各5組
■防災ってなにから始めればいいの？
～必要なのは“物”じゃない～
防災ブックを作っ
たママたちと日常
生活の中の「もし
もの備え」を見つ
けませんか。
　　 1月18日（火）
10～11時　
　　 北区役所　
　　 未就学児とその保
護者（妊婦含む）　
　　 1月6日10時から17日

16時までに市電子申
請システム（QRコード）へ　　　 5組
■ようきた(北)ね！子育て案内講座
引っ越して間もない未就学児とその
保護者を対象に、北区の子育て情報
をお伝えします。
　　 1月13日（木）10～11時　
　　 北区役所　
　　 0歳児とその保護者（妊婦含む）　
　　 1月6日10時から同課電話窓口

（☎251-1512）へ　　　 5組
■BPプログラム「赤ちゃんがきた！」
はじめての子育てについて、お話しな
がら子育て仲間を作りませんか。
　　 2月18・25日、3月4・11日13時
30分～15時30分、4回連続のプログ
ラム　
　　 北区役所　
　　 生後2～5カ月（令和3年9月18
日～12月18日生まれ）の第1子とそ
の母親　
　　 1月7日9時から子ども家庭支
援センター清心寮「リーフ」（☎252-
3521）へ　　　 6組
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■防災とボランティア
1月17日は「防災とボランティアの
日」、15～21日は「防災とボランティ
ア週間」です。
▷避難所までの経路や危険な箇所な
どを再確認しましょう
▷友人や家族間で最終避難場所を決
めておきましょう
▷テレビ・ラジオなどで正確な情報の

把握に努めましょう
■1月26日は文化財防火デー
火災や地震などの災害から文化財を
守り人類の宝物を未来につなげましょ
う。詳しくは北消防署 　 （QRコード）
へ。

HP

防災コーナー 　 北消防署
（☎250-0119　℻253-2016）
問

法律相談 　　　 　　　　　

相談時間　13:00～16:00
場所　各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始　9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人　同一相談は１回限り(25分以内)

区 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
相談日 月・水・金 火・木 水・金 金・火 月・水 木・月 木

予約開始日※ 相談日の前日 直前の月 直前の火 直前の木 直前の金 直前の水 直前の月
問合先 ☎228-7403 ☎270-8181 ☎287-8100 ☎275-1901 ☎290-1800 ☎258-6706 ☎363-9311

要予約 どの区でも

北区の相談　　無料　12：00～12：45と祝休日は休み
  ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

　　　　　    
教育相談 

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）
月～金　9：00～17：00
北区役所企画総務課　専用☎258-6748　℻258-6817

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金　9：00～17：30

北区役所子育て支援課　☎258-6621　℻258-6883
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日の

9：00～16：00
※2  女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認

ください。

市民相談・人権相談   どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月～金　9：00～17：00
北区役所企画総務課　☎258-6706　℻258-6817

ひとり親相談 ※1 

行政相談   どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

1/26　14：00～16：00　 場所  北区役所企画総務課
問 市政情報課　☎228-7475　℻228-7444

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
   どの区でも

1/19　14：00～16：00　 場所  北区役所企画総務課
問 人権企画調整課　☎228-7159　℻228-8070

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
 要予約   どの区でも

1/14　10：00～12：00　予約は1/7　9：00から先着4人
北区役所企画総務課　☎258-6706　℻258-6817

労働相談 要予約   どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

1/11・25　12：45～15：45　 場所  北区役所企画総務課
申込  雇用推進課　☎228-7404　℻228-8816

交通事故相談 月～金　10：00～17：00
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

就労相談 どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

金　14：00～16：00　 場所  北区役所企画総務課
問 ジョブシップさかい　  0120-010908　℻244-3771

登記・測量相談 要予約 1/12　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

生活・仕事相談   どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど）

水　9：30～17：00　 場所  社会福祉協議会北区事務所（北区役所内）
問 すてっぷ・堺　☎225-5659　℻222-0202

他区も含めた
日程はこちら

「明るい選挙」の推進をテーマと
した書道作品を募集中です。詳し
くは市（区）役所市政情報センター

（コーナー）にある募集要項か市 
 　  参照。締め切りは１月14日（必
着）。

　　 市内小・中学校、特別支援学校
（小学部・中学部）に在学の児童・
生徒
　 選挙管理委員会
事務局（☎228-7876 
FAX 228-7883）
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明るい選挙啓発　書道作品を募集中

北図書館 ☎258-6850　℻258-6851
開館時間　火～金＝10～20時、土・日・祝＝10～18時

全て無料

高齢の方が自立して生活するため
の支援などについて学びませんか。
　　 2月22日、3月1・8日　
13時30分～15時
※希望日程のみの参加も可能
　　 北区役所　　 無料　
　　 1月4日9時からFAXか郵送、市
電子申請システム（QRコード）で氏
名(ふりがな)、住所、電話番号、参

加を希望する日程、「赤十字健康生
活支援講習短期講習受講希望」を 
1月31日(消印有効)までに、日赤堺
市北区地区事務局(〒591-8021 
北区新金岡町5丁1-4　北区役所
自治推進課内　☎258-6779 FAX 
258-6874)へ　
　　 35人
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赤十字　健康生活支援講習短期講習 北区で見つけた冬ならではの魅力を
ピアッザに投稿しよう！

地域SNSアプリ「ピアッザ」内で募集している「北区・
みんなで魅力図鑑」の今回のテーマは「冬みっけ」。
北区内で見つけた冬を感じる写真をぜひ投稿してく
ださい。
　　　　　　 12月27日～1月31日

「ピアッザ」のダウンロードはこちら→
　 北区役所企画総務課

（☎258-6706　℻258-6817）

投稿募集期間

問 大泉緑地
紅葉にはまだもう少し
Heromiさんの投稿

前回の「秋みっけ」の
投稿例

令和4年（2022年）1月1日


